
鵠 沼 公 民 館 ☎（33）2002
（33）2203

●卓球開放　8月14日㈰◎午後1時30分
～2時10分◎午後2時30分～3時10分。
各回4組（1組3人まで）。 申8月2日㈫か
ら電話または来館で。
●鵠っ子囲碁・将棋ルーム　8月21日
㈰午前10時～11時30分。小・中学生16
人。申8月9日㈫から電話または来館で。
●おもちゃの病院　8月14日㈰午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※1
家族3点まで。部品交換などは実費。

六 会 公 民 館 ☎（90）0203
（83）2298

●ラブ&ピースin六会　8月26日㈮午
後1時30分～3時。平和学習の報告、「い
わたくんちのおばあちゃん」映像鑑賞、
絵本の朗読。50人（抽選）。申8月23日㈫
までに電話または来館で。
●主審付きサウンドテーブルテニス開
放　8月20日㈯◎午前9時～10時◎午前
10時30分～11時30分。各回5人。申8月
9日㈫から電話または来館で。
●バドミントン開放　8月21日㈰◎午
前9時～10時◎午前10時30分～11時30分。
各回3組（1組4人まで、抽選）。申8月9日
㈫までに電話または来館で。

明 治 公 民 館 ☎（34）5660
（33）5727

●明治プレミアムコンサート～ウクラ
イナの民族楽器バンドゥーラ演奏と歌　
8月27日㈯午後2時～3時。出演＝バン
ドゥーラ奏者カテリーナ氏。80人。申

8月1日㈪午前9時から電話または来館
で。
●「愛する子、育て！」公開講座「子ど
もによりそう夫婦の10か条」　9月2日
㈮午前10時～正午。講師＝ふじさわ
ジェンダー平等プラン推進委員池田浩
久氏。1歳6カ月～3歳児を持つ保護者
34人（明治地区在住の方優先、抽選）。
※保育あり〈1歳6カ月～3歳児10人。費

100円〉。 申8月2日㈫午前9時～19日㈮
に電話または来館で。※市のホーム
ページの「明治公民館事業案内」のペー
ジからも申し込みできます。

村 岡 公 民 館 ☎（23）0634
（23）0641

●むらっこひろば（子ども室開放）　8
月19日㈮午前10時～正午。乳幼児と保
護者10組。 申8月4日㈭午前9時から電
話または来館で。
●夏休み学習室開放　8月1日㈪～31日
㈬平日午前9時～午後4時45分。小学生
～大学生23人。※入室制限あり。
●卓球開放　8月25日㈭午後3時～4時
45分。
●おもちゃの病院　8月7日㈰午後1時
30分～3時。おもちゃの修理。※1家族
1点。部品交換などは実費。

片 瀬 公 民 館 ☎（29）7171
（25）8907

●楽しく子育て　8月17日㈬午前10時
～正午。大きな紙に絵を描く。乳幼児
と保護者8組。申8月3日㈬から電話ま
たは来館で。
●イルカ学級（乳幼児家庭教育学級）　
9月13日～11月29日（10月18日を除く）
原則毎回火曜日午前10時～正午、全11
回。1歳6カ月以上の未就園児と保護者
12組（片瀬地区在住で初めての方優
先、抽選）。費実費。※保育あり〈8月
23日㈫に説明会あり〉。申7月25日㈪～
8月9日㈫にEメールの件名を「イルカ学
級」とし、住所・子と保護者の氏名（ふ
りがな）・子の生年月日・電話番号を
書いて、片瀬公民館 fj-kata-shio@
city.fujisawa.lg.jpへ。

片瀬しおさいセンター
●あかちゃんとママのふれ愛タイム～
産後Mamaのリカバリーピラティス　 
9月6日㈫◎午前10時～10時45分◎午前
11時～11時45分。講師＝飯田里香氏。4
～7カ月児と保護者各回4組（抽選）。申8
月15日㈪～21日㈰にEメールの件名を

「あかちゃんママ（ピラティス）」とし、住
所・子と保護者の氏名（ふりがな）・受
講日時点の子の月齢・電話番号を書い
て、片瀬公民館 fj-kata-shio@city. 
fujisawa.lg.jpへ。
●忙しい人のためのナイトストレッチ

「心と体をつなぐバレトン」　8月26日
㈮午後7時～8時。講師＝渋澤かおる氏。
成人20人。
●手芸のじかん　8月22日㈪午前10時
～正午。好きな手芸を楽しむフリース
ペース。

湘南台公民館 ☎（45）3070
（45）1604

●親子の遊び場　8月16日㈫◎午前9時
30分～10時15分◎午前10時30分～11時
15分。0～3歳児と保護者各回10組。申

8月12日㈮から電話または来館で。
●バドミントン・卓球開放　8月4日㈭
◎午前9時～9時40分◎午前9時50分～
10時30分◎午前10時40分～11時20分。
バドミントン各回1組（1組5人まで）、
卓球各回5組（1組3人まで）。 申8月1日
㈪から電話または来館で。
●バドミントン・卓球夜間開放　8月
18日㈭◎午後6時～6時40分◎午後6時
50分～7時30分◎午後7時40分～8時20
分。バドミントン各回2組（1組5人ま
で）、卓球各回3組（1組3人まで）。※小
学生以下は保護者同伴。申8月15日㈪
から電話または来館で。

御所見公民館 ☎（49）1221
（48）5807

●ママサロン「ご機嫌なママになって
ハッピーな子育てをしよう！」　8月30
日㈫午前10時～11時30分。ハンドマッ
サージを学ぶ。講師＝レインボースマ
イル湘南鈴木理恵氏。受講日時点で8
カ月以上の未就園児と保護者10組。※
保育あり。申8月2日㈫から電話または
来館で。
●感動の映画上映会～そして、バトン
は渡された　8月24日㈬午後1時15分～
4時。50人。

遠 藤 公 民 館 ☎（86）9611
（87）3008

●サークル共催講座「初めてのウクレ
レ体験」　8月19日㈮、26日㈮午後2時
～4時、全2回。講師＝イリマ・ウクレ
レサークル。20人。申8月1日㈪から電
話または来館で。※ウクレレの貸し出
しあり。
●小さな小さな玉手箱　8月9日㈫午前
11時～11時30分。おはなし会。乳幼児
と保護者。

長 後 公 民 館 ☎（46）7373
（46）7034

●おはなし会　8月20日㈯午後2時30分
～2時50分。絵本の読み聞かせ。6人。
※乳幼児は保護者同伴。

善 行 公 民 館 ☎（90）0097
（81）4441

●市民企画 詩吟入門講座　8月18日
㈭、25日㈭午後1時30分～3時30分、全
2回。詩吟の歴史・発声法の学習ほか。
講師＝岳精流日本吟院奥伝師範中村龍
亀氏。成人16人。 申7月27日㈬から電
話または来館で。
●市民企画「口琴を楽しむ」～口琴体験
講座「だれにでもならせるムックリ」　
8月20日㈯午後1時30分～4時。講師＝
湘南口琴島小島めぐみ氏ほか。小学生
以上の方25人。※小学生は保護者同
伴。費1500円。申8月1日㈪から電話ま
たは来館で。【展示「口琴ってなに？」】
8月18日㈭～20日㈯午前11時～午後4
時。講師による説明会あり〈20日㈯午
前10時～正午〉。
●あかちゃんとのふれあいタイム オ
イルトリートメント　8月25日㈭午前
10時30分～11時30分。4～7カ月児と保
護者10組。 費500円。 申8月3日㈬から
電話または来館で。
●おはなし会　8月3日㈬、17日㈬午後
3時30分～4時。8月6日㈯午後2時～2時
30分。
●おもちゃの病院　8月6日㈯午後1時
30分～3時。おもちゃの修理。※1家族
1点。部品交換などは実費。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
（87）1110

●大庭子育てさろん ぴよぴよ広場　8
月16日㈫午前9時30分～正午。乳幼児
と保護者のフリースペース。
●わらべうたであそぼう　9月6日㈫午
前10時30分～11時。親子でわらべうた
を楽しむスペース。乳幼児と保護者。
●湘南大庭わんぱく広場　9月8日㈭午
前9時30分～11時30分。乳幼児と保護
者のフリースペース。
●おもちゃのへや メリーゴーランド　
8月20日㈯午前10時～正午。障がい児・
未就学児と保護者。※おもちゃの貸し
出しのみ。

事業に参加する方へのお願い
　新型コロナウイルス感染症
防止対策のための注意事項を
市のホームページの生涯学習
総務課のページに掲載してい
ます。
　注意事項をご覧の上、事業
への参加をお願いします。
　詳細は各施設へお問い合わ
せください。

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください
★8月の休館日は15日㈪です

　家庭や工場などの排水は、道路の下を網の
目のように走る下水道管を通り、辻堂と大清
水の浄化センターへ集められます。
　浄化センターでは、汚れを分解する微生物
を使って水を浄化し、川や海へ放流していま
す。

　下水道の整備によりトイレの水洗化が進み、悪臭や害虫の発生
を防止しています。このほか、生活の中で出る汚水を速やかに下
水道に流すことで、清潔で快適な生活環境を維持しています。

　家庭や工場などの排水をそのまま川や海へ放流すると、水質の
汚濁が進んでしまいます。汚水を浄化することで、水環境の保全
に大きな役割を果たしています。

　下水道は雨水を川や海へ流し、低地部の住居への浸水被害を防
いでいます。近年は宅地化が進んで雨水が地中に浸透する量が
減っており、局地的な集中豪雨などによる浸水被害のリスクが高
まっています。市では被害を抑えるための対策を順次進めていま
す。

　下水道には利用できる資源やエネルギーがあります。浄化セン
ターで処理した水を再利用したり、汚水を浄化する際に発生する
汚泥を資源として活用したり、資源循環型社会を実現するための
重要な役割を担っています。

　答えと解説は右側をご覧ください
Q1．家のまわりの落ち葉やごみは放置してよい？
　〇または×
Q2．ペットのふんをトイレや、雨水を下水道管に
取り込む集水ますに流してよい？
　〇または×
Q3．下水道に流してはいけないものはどれ？
　㋐食用油　㋑灯油・シンナー　㋒生ごみ

A1．
　集水ますに落ち葉やごみが溜まると浸水の原因になるので×です。小ま
めに清掃しましょう。
A2．
　ペットのふんに付着している小石や砂は、下水道管を傷つけたり、つま
りの原因になったりするので×です。
A3．
　㋐～㋒全部です。食用油や生ごみは下水道管のつまりの原因になりま
す。また灯油・シンナーは揮発性が高く、ガス化して爆発する恐れがあり
ます。

夏休みの自由研究に
オススメ

楽しくチェック

雨水の放流管を新設
　辻堂浄化センター周辺は、雨水と汚水を一緒に下水道管に流す合流式下水道で整備
されています。今回の工事では、大雨の際に一定量を超えた雨水を川や海へ放流する
ための放流管を新設しています。これにより処理場を安全に運転することができ、水
環境の保全と浸水リスクの低減が期待されています。

雨水を一時的に貯める雨水滞水池を整備
　一定量を超えた雨水を一時的に貯める雨水滞水池を新
設しています。容量は25mプールに換算すると約24杯分
の11,300㎥です。

　辻堂浄化センターでは現在、施設の改良工事を行っています。見学会ではクイズを
交えて下水処理について学べるだけでなく、工事の様子を見学することができます。
　と　き　8月10日㈬午前10時～正午
　※小雨決行
　ところ　辻堂浄化センター
　定　員　20人（1組4人まで、抽選）
　申し込み
　8月1日㈪正午までにファクス・Eメールに参加希望者全員の氏名・年齢（学年）、代
表者の住所・電話番号を書いて、下水道総務課 fj1-gesui-so@city.fujisawa.lg.jpへ
　※抽選結果は8月5日㈮ごろに当選したグループの代表者にお知らせします

辻堂浄化センター施設見学会

こんな工事をしています

下水道の役割

生活や環境を守っています！

下水道を正しく使えていますか？
答えと解説

生活環境の改善

水環境の保全

浸水を防ぐ

資源の有効利用

　下水道は清潔で快適な暮らしをするため
に欠かせない施設です。大切な下水道を正
しく使いましょう。
　問い合わせ
　下水道総務課☎内線4515、 （50）8388
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